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シルバー再生のキャッチフレーズ 

   “めざすのは 今以上のシルバーセンター 

 アンケートに答える就業会員を募集します  

シルバー人材センター事務局で使用しているシステムの提供会社である「NRI社会情報システム㈱」様か

ら、高齢者対象アンケート調査の就業依頼がありました。この就業はアンケートに答えていただき回答を郵

送してもらうまでがお仕事となり、配分金８００円をお支払いします。 

アンケートの回答時間は 15～20分程度と見込まれます。質問はご本人自身に関することで、番号を選ん

でアンケート用紙に記入する方式です。個々の回答については統計として集計利用されますので、個人が

特定されることはございません。また、センターに内容は一切伝えられませんのでご安心ください。 

募集人員は１０４名です。年齢・男女別で先方より人数の設定がありますので、条件ごとに先着順で受付

いたします。（会費納入済の方に限ります。定員になり次第締め切り） 

締め切り後、年齢・男女別で定員に達していない場合は、条件が合う方に就業依頼させていただく場合

がありますので、その際はご協力をお願いいたします。 

なお、今後も別の事業者から高齢者対象アンケートの依頼が予定されてい

ます。次以降もアンケートに協力いただける方は、申し込みの際、次回も就業

可とお申し出ください。但し、アンケート対象者の条件により、依頼できない場

合もあります。また、配分金額は異なりますのであらかじめご了承ください。 

就業スケジュール（予定） 

７月下旬 就業会員へアンケート用紙と返信用封筒を郵送します 

８月上旬 アンケートに回答し返信用封筒で郵便ポストに投函してください 

（ＮＲＩ社会情報システムへ直送。センターでは内容は確認しません） 

  ８月分の就業として、配分金８００円をお支払いします。（9/22支払い） 

 

就業希望の方は、事務局まで電話（☏029-３０３－７２７２） 

またはメールで、7月 13日（水）までにお申し込みください。 

  受付専用メールアドレス：mito39@sjc.ne.jp 

※メールの件名・・・「アンケート調査就業希望」 

 メール本文に、「会員番号・氏名・年齢」「次のアンケート就業の可否」を明記のうえ送信してください。 

 

mailto:mito39@sjc.ne.jp


 令和４年度定時総会、互助会通常総会が開催されました  

 令和４年６月２１日（火）午後１時３０分より、ザ・ヒロサワ・シティ会館分館集会室８号におい

て、令和４年度定時総会並びに互助会通常総会が開催されました。 

定時総会並びに互助会通常総会は、新型コロナウィルス感染症予防対策のため、規模を縮小して行

われました。総会に有効な定足数はご出席者と委任状により会員総数の３分の２を満たし、定時総会

は成立いたしました。総会は会員の皆様のご理解とご協力により各議案とも原案通り承認されました。 

定時総会終了後、同場所で、互助会通常総会も行なわれ、議案すべてが承認されました。 

 

 「千波湖クリーン作戦」参加ありがとうございました  

令和４年６月２５日（土）に、「千波湖クリーン作戦」を実施いたしました。今回のクリーン作戦は、水戸市シ

ルバー人材センターが独自に行ったボランティア活動であり、当日は役員、会員、事務局合計２４名の方々

にご参加をいただきました。 

シルバーの青いのぼり旗を先頭に、参加者が和気あいあいと真剣に千波湖一周の清掃作業を行いまし

た。当日は、今年一番の暑さとなりましたが、とても気持ちの良い汗をかくことができました。ご参加いただき

ました皆様ご苦労様でした。 

今後もシルバー独自のボランティア活動を行なっていきますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

また、１１月には恒例の「桜川・逆川クリーン作戦」が行われます。ご参加をお待ちしております。 

                   地域活動委員会 

 新型コロナウイルス感染症予防対策を継続して行いましょう  

全国的に感染者が減少していましたが、６月後半に感染者が増加傾向に転じま

した。水戸市では学校や養護施設などでクラスター感染が発生しており、感染者

の増減が毎日変化している状況です。今後も、感染予防対策である「手洗い」「う

がい」「マスク」「身体的距離の確保」「３密（密集・密接・密閉）を避ける」等

の生活様式の継続が必要となります。 

かわら版第１８２号でお知らせしましたが、厚労省の専門家会議から、「暑い

時期は熱中症の予防も必要です。蒸し暑い時のマスク着用は、熱中症のリスク

が高まります。屋外で、人と２ｍ以上離れている時等はマスクを外すことも考

えて行動しましょう」とのコメントが出ています。気温が高い時は特に注意が

必要です。今後は熱中症予防とコロナ感染防止を両立させていきましょう。 

環境省・厚労省が発行した「熱中症予防×コロナ感染防止」の広報紙を添付

いたしますので、ご確認ください。 

 

 

 

 

 



 「刃物研ぎ」イベントご協力ありがとうございました  

かわら版第１８１号でご案内しました「シルバーサロン『刃物研ぎ』イベント」では、２８丁の刃

物研ぎのご依頼がありました。ご協力ありがとうございました。 

お預かりしました刃物（包丁・剪定鋏・刈込鋏など）は、丁寧に研ぎを行ない、

前回に続きご依頼いただいた会員の皆様より好評を得ました。 

今後も「刃物研ぎ」や他のイベントを企画していきたいと考えております。会

員の皆様方からのアイデアも募集しておりますので、良いアイデアが浮かびまし

たら、事務局までご連絡をお願いいたします。 

                           会員拡大委員会 

 

 

 公的就業会員を募集します  
  

№ 
発注者名 

(作業場所) 
作業内容 募集人数 条件目安 

１ 

布団乾燥作業 

水戸市高齢福祉課 

(水戸市内各地) 

 

担当：落合 

布団乾燥車を使用し、利用者宅を訪

問しての布団乾燥 

・月の中旬～下旬に作業実施 

・布団乾燥中利用者の方のお話相手 

・軽トラックタイプ・バンタイプの

２種類の布団乾燥車を使用 

・1日に 3～4件の作業 

・8：00～17：00の間 

１名募集 

(２名作業) 

＊6人で 
 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

 

 
1件あたり 
運転手：1,450円 
助手 ：1,230円 
（両方できる方） 
・月 7日程度 
・接遇が重要です。 
・普通免許が必要。 

＊マンション等の現場で

は布団を階段で運ぶ場合

もあります。 

 

令和４年８月～ 

 

２ 

 

水戸市都市計画課 

（水戸市内各地） 

 

担当：落合 

市内全域の違反広告物撤去作業 

・9：00～16：00 

・地理に詳しい方 事務作業有 

・年間計画に沿って就業 

・ワンボックス軽自動車使用（AT） 

1名募集 

（３名作業） 

＊6人で 

 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

 

1日あたり 

運転手：7,500円 

助手 ：5,700円 

（両方できる方） 

・隔週 3～4日就業 

・月 6～10日程度 

・土日祝年末年始休み 

 

令和４年８月～ 

 

「公益社団法人水戸市シルバー人材センター就業期限の設定に関する基準」により、就業期限は１年とし、期

限の更新は 3 年を限度とします。 

 

 



 派遣就業会員を募集します  

 

№ 
発注者名 

(作業場所) 
作業内容 募集人数 条件目安 

１ 

水戸市社会 
福祉協議会 
水戸市福祉 

ボランティア会館 
管理 

(赤塚ミオス) 
 

担当：落合 

水戸市福祉ボランティア会館管理 
受付・問い合わせ対応・機材貸出等 
・17：15～21：15（火曜～土曜夜間） 

・早番 8：30～13：00（土・日曜日） 

・遅番 13：00～17：30（  〃  ） 

１名募集 

(１名作業) 

＊4人で 

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

 

1時間当たり：1,250円 

(火曜～土曜夜間) 

1時間当たり：950円 

      (土・日曜日中) 

・交通費あり 

（派遣先規程による） 

・月５～６日程度 

・全時間対応可能な方 

・月・祝日・年末年始休み 

・接遇が重要です 

 
令和４年８月～ 

 

２ 

水戸ドライブイン 

（加倉井町） 

 

担当：派遣 

 

ドライブイン内の清掃作業 

・トイレ清掃（１階、２階） 

・建物外側の軒下のモップ掛け 

・外側ごみ箱、灰皿のごみ回収 

・駐車場のごみ拾い 

・時間：8:00～10:30(土曜日） 

 

１名募集 

（１名作業） 

 

 

1時間当たり ： 950円 

・交通費あり 

（派遣先規程による） 

・年末年始も休みなし 

 

令和４年８月～ 

 

３ 

慈雲山 

正覚院金剛寺 

（開江町） 

 
担当：派遣 

 

境内の除草、清掃作業 

・水・土・日曜日・祝日 

・8:30～15:00 

（12:00～13:00休憩） 

 実働 5時間 30分 

 

１名募集 

＊2人で 

  ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

1 時間当たり ： 950円 

・月 10日程度 

 

令和４年８月～ 

No１の水戸市福祉協議会は公的施設のため、「公益社団法人水戸市シルバー人材センター就業期限の設定に関

する基準」により、就業期限は１年とし、期限の更新は 3 年を限度とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 就業会員を募集します  

№ 
発注者名 

(作業場所) 
作業内容 募集人数 条件目安 

1 

 

 

 

山新グランステージ 

水戸ホームセンター 

（酒門町） 

 

担当：樫村 

 

買物カート、カゴ回収整理作業 

 営業日全日 

・10時 00分～14時 00分 

・14時 00分～18時 00分 

 

1名募集 

（２名作業） 

＊（6人で 

   ﾛｰﾃｰｼｮﾝ） 

１回：3,800円 

・月 10～15日程度 

・全時間帯対応可能な方 

 

令和４年８月～ 

＊ 応 募 要 件 :  会費納入済みの方、就業意欲、就業適正のある方等 

＊ 応 募 方 法  :  電話 303-7272（平日 9時～16時）でお願いいたします。     

＊ 応 募 締 切  :  7月 11日（月） 

＊ 選 考 会 日 時  :  選考会は 7月 13日（水） 

         ＊時間予約制とさせていただきます。 

＊ 選  考  会  場  :  水戸市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事務所 会議室。予約時間に、直接会場までお越しく 

ださい。 

         （車でお越しの方は、水戸市赤塚出張所隣の水戸市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ駐車場に 

停め、事務所前の駐車場には，停めないでください） 

＊ 選  考  方  法  :  選考要件に基づいて安全・適正就業委員会で選考いたします。 

※１ 選考会の面接については、予約制にて行います。 

※２ 就業内容について、詳しく知りたい方は担当までご連絡ください。 

※３ 就業が決まった方には、就業開始時に支障のないように、事前に就業状況を確認頂いてお 

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 臨時職員を募集します～はみんぐぱーく・みと～  

水戸市シルバー人材センターが指定管理を受けている「子育て支援・多世代交流センター」 
での臨時職員を募集します。 
 

勤務地：水戸市本町子育て支援・多世代交流センター はみんぐぱーく・みと 

    水戸市本町 1-8-2 

職種、採用人数：①受付事務その他 施設の管理運営事務補助 ２名 

            ②駐車場案内その他 施設の管理運営事務補助 ２名 

 

雇用形態：有期臨時職員 

雇用期間：令和４年８月１日～令和５年３月３１日 

契約更新の可能性：あり 

勤務時間：早番 8：50～11：20  遅番 13：30～16：00（５名ローテーション） 

勤務日数：月９日程度（金曜、祝日、年末年始は休み） 

賃金形態：時給９５０円 

賃金締切日・支払日：月末締切、翌月２１日支払い 

通勤手当：あり（片道２ｋm以上） 

マイカー通勤：可（駐車場自己確保） 

昇給：なし 

賞与：なし 

応募条件：年会費納入済みで早番・遅番どちらも勤務可能な方 

 

選考方法：面接 

選考面接日：７月２３日（土） 時間は応募時に案内します 

面接会場：はみんぐぱーく・みと 会議室（本町 1-8-2） 

※面接当日は、はみんぐぱーく・みとの駐車場に駐車可能です。その際は駐車場担当職員の指示

に従ってください。 

 

応募方法：電話☏303-7272 にてご応募ください 

応募締切日：７月２０日（水） 

採用担当：事務局長 小川、管理係長 田尻 

 

 


